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※公共交通機関の待ち時間・乗り換えにかかる時間は含みません

21 海住山寺

20   猿丸神社

24   神藏寺

3　平等院

6　保津峡

7 大本本部（丹波亀山城跡）

11  善法律寺

16  出雲大神宮

4　興聖寺
5　宇治市源氏物語ミュージアム

8　京都府立植物園

酬恩庵一休寺  13

光明寺　9

鍬山神社  17

向日神社　1

長岡天満宮　2

柳谷観音 ( 楊谷寺 )  19

るり渓谷一帯  25

美山かやぶきの里  28

大野ダム周辺  27

石清水八幡宮  10

松花堂庭園  12

大御堂観音寺  14

けいはんな記念公園  15

京都府立丹波自然運動公園  18

23 岩船寺

26 笠置山もみじ公園

22 浄瑠璃寺

岡田鴨神社

普門山 蟹満寺

黄檗山萬福寺

天得院

生身天満宮

清水寺
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高台寺
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観光・紅葉状況のお問合せ

京都総合観光案内所「京なび」
京都駅ビル 2F 南北自由通路　TEL.075-343-0548

京都府観光ガイド 検索

インターネットでも紅葉状況をご確認いただけます。

紅葉だより
www.kyoto-kankou.or.jp 紅葉だよりボタンをクリック

長岡京市観光案内所
長岡京市天神一丁目 1番 2号（阪急長岡天神駅西口）

長岡京市観光情報センター
長岡京市神足 2丁目 3番 1号 バンビオ 1番館 2階

長岡京@Navi
長岡京市友岡 4丁目 21（西山天王山駅東口前）

宇治市観光センター
宇治市宇治塔川 2番地

JR 宇治駅前観光案内所
宇治市宇治里尻 5－9　ゆめりあうじ 1階

京阪宇治駅前観光案内所
宇治市宇治乙方 7-13　京阪宇治ビル１階

近鉄大久保駅観光案内所
宇治市広野町西裏 81-2（近鉄大久保駅構内）

石清水八幡宮駅前観光案内所
八幡市八幡高坊 8-7（京阪石清水八幡宮駅前）

京田辺市駅ナカ案内所
京田辺市河原食田 2-3（近鉄新田辺駅構内）

（一社）木津川市観光協会
木津川市加茂町兎並東前田 23-1（JR 加茂駅西口から徒歩 2分）

（一社）観光笠置
相楽郡笠置町笠置栗栖 4（JR 笠置駅前）

JR 亀岡駅観光案内所
亀岡市追分町谷筋 1-6 （JR 亀岡駅 2 階）

トロッコ亀岡駅観光案内所
亀岡市篠町山本地黒 20-2（トロッコ亀岡駅構内）

（一社）南丹市美山観光まちづくり協会
南丹市美山町安掛下 23（京都丹波高原国定公園ビジターセンター内）

京丹波町観光協会
船井郡京丹波町須知色紙田 1番地 1（道の駅丹波マーケス向かい）

TEL.075-951-4500

TEL.075-958-4222

TEL.075-963-5511

TEL.0774-23-3334

TEL.0774-22-8783

TEL.0774-66-7001

TEL.0774-46-2171

TEL.075-981-1141

TEL.0774-68-2810

TEL.0774-39-8191

TEL.0743-95-2011

TEL.0771-22-0691

TEL.0771-24-6148

TEL.0771-75-1906

TEL.0771-89-1717

もうひとつの京都周遊パス
（発売期間：2021 年 3月 31 日まで）

■森の京都エリア　亀岡・南丹版
（最大 2日間利用可能　1,500 円　※1,200 円お得。）

■森の京都エリア　美山京北バスたびきっぷ
（1日乗車券　大人 2,300 円（小児 1,900 円）※1,850 円お得。）

■お茶の京都エリア
（1日乗車券　1,000 円　※2,150 円お得。）

1. 京都京阪バス：路線バス（城陽さんさんバス及びコミュニティ
バスやわたを除く）
2. 京阪バス：路線バス（ダイレクトエクスプレス直Q京都（京都
松井山手線、京都交野なんば線）、京都けいはんな線、四條畷市
コミュニティバス、京都競馬場線、京都比叡山線、高速バス、
立命館大学 BKC 線、空港リムジンバス、定期観光バスを除く）
3. 奈良交通：和束木津線、JR 加茂駅 - 岩船寺・浄瑠璃寺間の路線

「もうひとつの京都周遊パス」については
京都府建設交通部交通政策課

TEL.075-414-4359

1. 西日本ジェイアールバス：京都駅前～周山（高雄・京北線）
※京都駅前～北野白梅町間は途中下車できません。
2. 京北ふるさとバス：路線バス（全線）
3. 南丹市営バス：路線バス（全線）

1. 京阪京都交通：亀岡市・南丹市・丹波篠山市内の路線バス（亀
岡市ふるさとバス・コミュニティバスにもご利用いただけます。）
※除外路線：明治国際医療大学線（45・77 号系統）、京都先端
科学大学線（58・61・62 号系統）、京都美山線、美山ネイチャー
号、京都スタジアム線

2. 南丹市営バス：南丹市営バス路線バス

有効期間内に限り、上記 1.2. の区間でそれぞれ 1日ずつご利用い
ただけます（2区間をあわせて最大 2日間利用可能）。

路線バス等でお得に周遊していただける乗
車券が発売されています。詳しくは京都府
交通政策課のホームページで。

京都府
交通政策課

発行：公益社団法人　京都府観光連盟
2020.10



京都駅から
片道およそ30 分圏内

京都駅から
片道およそ60 分圏内

京都駅から
片道およそ90 分圏内

京都駅から
片道およそ120分圏内

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬向日神社

むこうじんじゃ /向日市

鳥居から本殿までの参道約 200mの間と境内の紅葉
が美しい。
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 10分
◆JR 京都線「向日町」駅からタクシーで 6分
◆阪急京都線「東向日」駅からタクシーで 5分
[ 駐車場 ] 有　10 台　[ 問 ]TEL.075-921-0217

1

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬光明寺

こうみょうじ /長岡京市

参道をうずめる数百本のモミジが、境内を紅に染める。
◆JR 京都線「長岡京」駅・阪急京都線「長岡天神」駅から阪急バ
スで「旭ヶ丘ホーム前」下車
[ 駐車場 ] 無　[ 問 ]TEL.075-955-0002

9

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬石清水八幡宮

いわしみずはちまんぐう /八幡市

男山一帯の紅葉が美しい。展望台からは対岸に天王山
を望み、桂川、宇治川、木津川の三川が眺望できる。
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅からケーブルで「ケーブル八幡宮山上」
駅下車、徒歩約5分

◆京阪本線「石清水八幡宮」駅下車、表参道で山上まで徒歩約30分
[駐車場]有　山上100台（無料）　山下普通車30台・バス10台（有料）
[ 問 ]TEL.075-981-3001

10

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬柳谷観音 ( 楊谷寺 )

やなぎたにかんのん（ようこくじ）/長岡京市

秋には周辺を紅葉が美しく彩る。 
【料金】500 円（11/1 ～ 12/6）
◆阪急京都線「長岡天神」駅からタクシーで約 15 分
◆阪急京都線「西山天王山」駅からタクシーで約 10分
◆JR 京都線「長岡京」駅からタクシーで約 15分
◆阪急京都線「長岡天神」駅・JR 京都線「長岡京」駅から阪急バ
スで「奥海印寺」下車、徒歩約 60 分
◆阪急京都線「西山天王山」駅から阪急バスで「金ヶ原口」下車、徒歩約 60分
[ 駐車場 ] 有　普通車 30台　大型バス可（無料）　[ 問 ]TEL.075-956-0017

19

るり渓谷一帯
るりけいこくいったい /南丹市園部町

日本の音風景 100 選にも選定されたるり渓一帯に多く
の紅葉が見られる。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から京阪京都交通バスで「八田」下車、
ぐるりんバスに乗り換え「南八田」から「るり渓」下車
[ 問 ]TEL.0771-68-0050（南丹市観光交流室）

例年の見頃

11月上旬
～ 11月下旬

25

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬大御堂観音寺

おおみどうかんのんじ /京田辺市

秋は紅葉の名所となる。イロハモミジやノムラモミジ
など 20 本が 11 月中旬ごろ見頃。
◆近鉄京都線「三山木」駅・JR 学研都市線「JR 三山木」駅から
徒歩 25分または奈良交通バスで「普賢寺」下車、徒歩すぐ
[ 駐車場 ] 有　乗用車 30台（無料）　[ 問 ]TEL.0774-62-0668

14
例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬善法律寺 ( もみじ寺 )

ぜんぽうりつじ /八幡市

境内には約100本の紅葉が茂り、秋には美しく色づく。
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅から京阪バスで「走上り」下車、徒歩
約5分

◆京阪本線「石清水八幡宮」駅下車、徒歩約20 分
[ 駐車場 ] 有　普通車 10台（無料）　[ 問 ]TEL.075-981-0157

11

例年の見頃

11月上旬
～ 11月中旬鍬山神社

くわやまじんじゃ /亀岡市

一間社流造の本殿と境内社八幡宮本殿が燃えるような
赤色に包まれる。拝観料 300 円（11 月のみ）
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市コミュニティバス（東コース）
で「鍬山神社前」下車
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「古世口」下車、
徒歩約 20分
◆京都縦貫自動車道「篠」IC から約 10 分
[ 駐車場 ] 有　30 台（無料）
[ 問 ]TEL.0771-22-1023

17

例年の見頃

11月下旬海住山寺
かいじゅうせんじ /木津川市加茂町

標高 200 メートルにあり、モミジを見ながら眼下に
恭仁宮跡、遥か平城宮跡が望める。五重塔（国宝）を
バックにモミジが大変美しい。
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバスで「海住
山寺口」下車、徒歩 25分　※土日祝運休
◆JR大和路線「加茂」駅から奈良交通バスで「岡崎」下車、徒歩40分
◆JR大和路線「加茂」駅からタクシー10分
[ 駐車場 ] 有　30 台（無料）　[ 問 ]TEL.0774-76-2256

21

例年の見頃

11月下旬
～ 12月上旬興聖寺　琴坂

こうしょうじ　ことざか /宇治市

石門から続く琴坂は、紅葉の名所。ゆるやかな坂道の
両側には紅葉が赤く色づき、トンネルのよう。
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 20分
[ 問 ]TEL.0774-21-2040

4

例年の見頃

11月下旬
～ 12月上旬宇治市源氏物語ミュージアム

うじしげんじものがたりみゅーじあむ /宇治市

ミュージアムへ続くアプローチや建物の周りが紅葉で
美しく染まる。館内から見る紅葉も格別。
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 8分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 15分
[ 駐車場 ] 有（有料）　乗用車 15台　バス 4台（予約優先）
[ 問 ]TEL.0774-39-9300

5

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬酬恩庵一休寺

しゅうおんあんいっきゅうじ /京田辺市

入口から紅葉が迎える。青い苔に紅葉が映える。幾何
学模様の御影石の石畳に紅葉がこぼれるように紅く染
まる。
◆JR 学研都市線「京田辺」駅下車、徒歩 15分
◆近鉄京都線「新田辺」駅下車、徒歩 20分
[ 駐車場 ] 有　30 台（有料）　[ 問 ]TEL.0774-62-0193

13

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬大本本部 ( 丹波亀山城跡 )

おおもとほんぶ（たんばかめやまじょうあと）/亀岡市

手入れの行き届いたモミジやイチョウが植栽され、隠
れた紅葉の名所となっている。
見学にはギャラリーおほもと入館券（300 円）が必要
9時 30 分～ 16 時 30 分
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅下車、徒歩 10分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
[ 駐車場 ] 有　50 台　※入館者のみ　[ 問 ]TEL.0771-22-5561（宗教法人大本）

7

例年の見頃

11月中旬
～ 12月中旬●保津峡

ほづきょう /亀岡市

保津川下りや嵯峨野トロッコ列車で見る紅葉は色とり
どりでとても美しい。
◆JR 嵯峨野線「保津峡」駅下車
◆嵯峨野観光鉄道「トロッコ保津峡」駅下車
◆京都縦貫自動車道「篠」IC から約 15 分（保津川下り乗船場）
[ 駐車場 ] 保津川下り乗船場 80台（無料）
[ 問 ]TEL.0771-22-0691（JR 亀岡駅観光案内所）

6

●京都府立植物園
きょうとふりつしょくぶつえん /京都市左京区

紅葉するイロハモミジ、イチョウ、ランシンボクなど
を楽しむことができる。
特に園内なからぎの森周辺の池に映える 250 本のイ
ロハモミジやアジサイ園のフウの紅葉は必見。
◆地下鉄烏丸線「北山」駅下車、3番出口すぐ、または「北大路」
駅下車、3番出口を東へ徒歩約 10分
◆市バスまたは京都バス「植物園前」下車、徒歩 5分
[ 駐車場 ] 有　150 台（有料）　[ 問 ]TEL.075-701-0141

例年の見頃

11月中旬
～ 12月中旬

8

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬●長岡天満宮

ながおかてんまんぐう /長岡京市

菅原道真公ゆかりの地。鮮やかな朱塗りの社殿に紅葉
が映える。
◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 10分
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 20分
[ 駐車場 ] 有　50 台　[ 問 ]TEL.075-951-1025

2

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬浄瑠璃寺

じょうるりじ /木津川市加茂町

極楽浄土を表したという庭園の紅葉は池を中心にし
て、三重塔（国宝）までも染め上げる。
◆JR 大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバスで「浄瑠
璃寺前」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅・近鉄奈良線「近鉄奈良」駅から奈良交
通急行バスで「浄瑠璃寺」下車（11月のみ運行）
[ 駐車場 ] 有　民間駐車場 50台（有料）　[ 問 ]TEL.0774-76-2390

22

（一社）木津川市観光協会

神藏寺
じんぞうじ /亀岡市

亀岡市内でも特に早く色づく紅葉の名所。樹齢 400
年ともいわれるイロハモミジが境内にあり、散り際も
おすすめ。入山料（志納料）300 円
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から京阪京都交通バスで「運動公園ター
ミナル」下車、亀岡市ふるさとバスに乗り換え「グリーンハイツ
口」下車、徒歩約 20分
◆京都縦貫自動車道「亀岡」IC から約 10 分
[ 駐車場 ] 有　30 台（無料）　[ 問 ]TEL.0771-23-5537

例年の見頃

11月上旬
～ 11月中旬

24

（一社）亀岡市観光協会

例年の見頃

11月上旬
～ 11月下旬大野ダム公園周辺

おおのだむしゅうへん /南丹市美山町

大野ダム公園の河川敷を利用した公園には、約 500
本のモミジが見事なグラデーションに染まる。
◆JR山陰線「和知」駅から市営バス（大野ダム行き）で「大野ダム」下車
[ 駐車場 ] 有　普通車 200 台・バス 10 台
[ 問 ]TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
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（一社）南丹市美山観光まちづくり協会

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬

猿丸神社
さるまるじんじゃ /綴喜郡宇治田原町

「奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿の声聞くときぞ秋はかな
しき」と歌った歌人、猿丸大夫をまつる神社にふさわ
しく、11 月下旬に境内周辺が色づく。
◆京阪宇治線「宇治」駅・JR 奈良線「宇治」駅・近鉄京都線「新田辺」
駅から京都京阪バス（維中前、緑苑坂、工業団地行き）で「維中
前」または「岩山」下車、徒歩 40分（毎月 13 日は維中前から猿丸神社行きの臨時バス有り）
[ 駐車場 ] 有　[ 問 ]TEL.0774-88-3782

20

例年の見頃

10月下旬
～ 11月中旬● 京都府立丹波自然運動公園

たんばしぜんうんどうこうえん / 船井郡京丹波町

園内散歩道の「紅葉の道」が赤く染まる。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅から JR バスで「自然運動公園前」下車
[ 駐車場 ] 有　900 台（無料）
[ 問 ]TEL.0771-82-0300（公園センター）

18

例年の見頃

11月上旬
～ 11月下旬笠置山もみじ公園

かさぎやまもみじこうえん /相楽郡笠置町

府立笠置山自然公園内の笠置寺境内にあるもみじ公園
は、秋には紅葉で真っ赤に染まる。ライトアップも実
施される。
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 45分
[ 駐車場 ] 笠置山頂　普通車 30台（有料）
[ 問 ]TEL.0743-95-2011（（一社）観光笠置）
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例年の見頃

11月上旬
～ 11月下旬美山かやぶきの里

みやまかやぶきのさと /南丹市美山町

北側に山を背負い、秋になると頂が紅葉に染まる。の
どかな田園風景の中を散策できる。
◆JR嵯峨野線「園部」駅・JR山陰線「日吉」駅から市営バスで「北」下車
※曜日・時間帯により市営バスの接続する駅が変わります。
[ 駐車場 ] 有　100 台（有料）
[ 問 ]TEL.0771-75-1906（（一社）南丹市美山観光まちづくり協会）
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（一社）南丹市美山観光まちづくり協会

例年の見頃

11月中旬
～ 12月上旬岩船寺

がんせんじ /木津川市加茂町

三重塔の裏山への散策道を登ると山内の紅葉が一望で
きる。
◆JR大和路線「加茂」駅から木津川市コミュニティバスで「岩船寺」下車
◆JR 大和路線「奈良」駅・近鉄奈良線「近鉄奈良」駅から奈良交
通急行バスで「浄瑠璃寺」下車、木津川市コミュニティバスに乗
り換え、「岩船寺」下車（11月のみ運行）
[ 駐車場 ] 有　民間駐車場 50台（有料）　[ 問 ]TEL.0774-76-3390
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（一社）木津川市観光協会

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬出雲大神宮

いずもだいじんぐう /亀岡市

御神体山のモミジは絶景である。また、イチョウの名
所でもある。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバスで約 15分「出雲
神社前」下車
◆京都縦貫自動車道「千代川」IC から約 15 分
[ 駐車場 ] 有　80 台（無料）　[ 問 ]TEL.0771-24-7799

16

松花堂庭園
しょうかどうていえん /八幡市

松花堂昭乗ゆかりの庭園であり、紅葉の季節はもちろ
ん、四季折々日本の美の風情が満喫できる。
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅または「樟葉」駅から京阪バスで「大
芝・松花堂前」下車、徒歩 1分
[ 駐車場 ] 有　普通車 40台・バス 4台（無料）
[ 問 ]TEL.075-981-0010

例年の見頃

11月上旬
～ 12月上旬

12

例年の見頃

11月中旬
～ 11月下旬けいはんな記念公園「水景園」

けいはんなきねんこうえん「すいけいえん」/ 精華町

日本庭園「水景園」を中心としてモミジの紅葉が美し
い。観月橋からは園内全体を俯瞰することができる。
9時～ 17 時（入園は 16 時 30 分まで）　無休
◆近鉄京都線「新祝園」駅、または JR 学研都市線「祝園」駅から
奈良交通バスで 9分
◆近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から奈良交通バスで 14分
※水景園へお越しの方は「公園東通り」、芝生広場へお越しの方は「けいはんな記念公園」で下車
◆京都駅から油小路通～ R24 ～京奈和自動車道「精華学研」IC ～精華大通り利用で約 50分
[ 駐車場 ] 有（普通車 400 円、大型車 1,500 円）　[ 問 ]TEL.0774-93-1200

15

例年の見頃

11月下旬
～ 12月上旬平等院

びょうどういん /宇治市

正門前広場から境内地にかけて約 200 本のモミジが一
斉に色付き、鳳凰堂の美しさをより一層引き立てる。
まさに秋の極楽浄土の情景そのもの。
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10分
◆JR 奈良線「宇治」駅下車、徒歩 10分
[ 駐車場 ] 無（近辺に民営駐車場有り）　[ 問 ]TEL.0774-21-2861
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©平等院


